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◆◇◆ お問い合わせ ◆◇◆
公益社団法人青森観光コンベンション協会
〒038-0012 青森市柳川 1-4-1
　　　　　  青森港旅客船ターミナルビル 2F
Tel. 017-723-7211　Fax. 017-723-7215
ホームページ　http://www.atca.info/
Facebook　https://www.facebook.com/atcainfo

ねぶたの家ワ・ラッセでは、子どもたちの「こんなねぶたを見たい、創りたい」を
応援するため、ねぶた下絵コンクールを開催します。
ご応募いただいた下絵の中から最優秀賞を受賞した作品（小学生部門・中学生部門
各１点）は、現役ねぶた師監修のもとそれぞれ中型ねぶた・ミニねぶたに仕上げます。
完成した中型ねぶたは、来館者への歓迎シンボルとしてワ・ラッセエントランスホー
ルに１年間展示し、ミニねぶたは館内で展示するほかイベント等に貸出し、青森ね
ぶた祭のＰＲに使用します。

ねぶたの家 ワ・ラッセ　☎017-752-1311
http://www.nebuta.jp/warasse/

◆対象　全国の小・中学生および特別支援学校に在学する児童・生徒

◆期間　平成２７年１１月１日（日）～平成２８年１月２４日（日）必着

◆内容　○題材・画材は自由です。彩色をほどこした作品に限ります。

　　　　　（版画・切り絵不可）

　　　　○1 人 1 作品とし、作品は未発表のものに限ります。

　　　　○四つ切サイズ（38cm×54cm）の画用紙を使用してください。

　　　　○応募用紙に必要事項を記入し、作品に同封してください。

　　　　　作品には貼り付けないでください。

　　　　○作品の裏には学校名・氏名を記載してください。

　　　　○作品は折れ曲がらないように、ワ・ラッセへ直接お持込みいただくか、

　　　　　郵送してください。

◆詳細　ねぶたの家ワ・ラッセホームページをご覧ください。

第５回全国小・中学生ねぶた下絵コンクール

第４回最優秀賞 【小学生部門】
「津軽信枚　発展への願い」

作：太田空良さん

第４回最優秀賞 【中学生部門】
「むつ湾への祈り」
作：新岡晃成さん

１０月２４日（土）に青森ベイエリアにおいて、アフロ
かつらをたすき代わりに走者を繋ぎハーフマラソン完走
を目指す「第２回アフロハーフリレーマラソン」が開催
されました。
エントリーは２０チーム１７１名。８歳から６５歳まで
の幅広い年齢層のランナーがマラソンを楽しみました。
着順のチーム表彰のほか、参加者の投票により選出され
る特別賞である「アフロ賞」は仮装で大会を盛り上げた
「なみおかうどん愛好会」が受賞しました。
来年２月６日（土）には、５人を１チームとしてふんど
し姿で雪上綱引きを行う「the 男男男（もつけ）まつり」
を開催します。参加希望の方は是非お問合せください。

海をバッグに走るアフロランナー ゴールはチーム全員で

第２回アフロハーフリレーマラソン
ベイエリアを快走！！

事務局  TEL. 017-723-7211  http://www.awfro.jp/

八甲田“雪の回廊と温泉”ウォーク
３日間開催！

冬期閉鎖されている「八甲田・十和田ゴールドラ
イン」の４月１日開通直前に開催している「八甲
田 “雪の回廊と温泉” ウォーク」。
２０１６年３月２６日（土）の北海道新幹線開業
後初めての開催となる今回は、従来２日間開催の
ところ特別に期間を１日延長し、３月２９日（火）
～３１日（木）の３日間開催いたします。
お申込みは１月６日（水）からインターネットや
ＦＡＸなどで受付いたします。詳細は改めてご案
内いたします。

友の会

【年会費】個人：2,000 円　団体：10,000 円
【特　典】❶有料コーナー入場が無料！
　　　　❷ご同伴者は団体割引適用！
　　　　❸ねぶた祭公式ガイドブック進呈！
　　　　❹ねぶたカレンダー進呈！

会員募集中！

ねぶたがつなぐ、街・ひと・こころ。



■平成２７年１０月２８日現在の情報です。都合により変更となる場合もございますので、ご了承ください。
■ひとつでも多くのコンベンションを支援していきたいと思いますので、情報がございましたらお早めにご連絡くださいますようお願い致します。

イベント情報

コンベンションカレンダー

２０１６年３月２６日（土）の北海道新
幹線開業に向け、青森・弘前・八戸・函
館の観光コンベンション協会合同による
観光プロモーションを１１月２４日（火）
に札幌市で実施いたします。
北海道新幹線開業や青函全体、各市の観
光プレゼンテーションなどを行い、青森
県・函館広域観光の魅力をＰＲしてまい
ります。

青函観光プロモーションｉｎ札幌観光ＰＲ

クルーズ会社 現地視察ツアーを実施します！

青森港に寄港するクルーズ客船誘客のため、クルーズ会社を招聘し２泊３日の現地視察ツアーを１１月２５日
（水）～２７日（金）に実施いたします。１日目は酸ヶ湯温泉、蔦沼、蔦温泉、２日目は八甲田ロープウェー、
八甲田雪中行軍遭難資料館、昭和大仏青龍寺、棟方志功記念館、三内丸山遺跡、３日目はねぶたの家ワ・ラッセ、
Ａ－ＦＡＣＴＯＲＹ、青森魚菜センターをご見学いただき、青森の魅力をご案内いたします。

最新情報は Facebookで！
◆青森観光コンベンション協会
https://www.facebook.com/atcainfo
◆青森ねぶた祭
https://www.facebook.com/aomorinebuta

◆青森市観光案内所
http://aomori-city-guide.at.webry.info/
◆あおもり街てく
http://ao-machiteku.at.webry.info/
◆ねぶたの家ワ・ラッセ
http://blog.goo.ne.jp/warasse

ブログも更新しています！

昨年の東京開催の様子

開催日 イベント名 会場 主催・問い合わせ

11/3 おでかけライブin青森 青森産業会館 ユウメディア

11/3～29 アコール階段ギャラリー「絵手紙のある暮らし展」 働く女性の家アコール 働く女性の家アコール

11/7～8
第6回ぜ～んぶあおもり大農林水産祭
2015津軽海峡ブランド博

青森産業会館 同実行委員会

11/7～8 秋の大収穫祭 道の駅なみおかアップルヒル 道の駅なみおかアップルヒル

11/7～13 生誕80周年 澤田教一展 リンクステーションホール青森 青森市文化スポーツ振興課

11/8～29 森林博物館企画展「山の匠 竹越兄弟二人展」 青森市森林博物館 青森市森林博物館

11/10～18 青函ツインシティ交流青函子ども絵画展 青森中央市民センター 青森・函館ツインシティ推進協議会

11/14 市場開放デー 青森市中央卸売市場 青森市中央卸売市場

11/15 フリーマーケットinイオンタウン青森浜田 イオンタウン青森浜田駐車場 みちのくリサイクル運動市民の会

11/20～21 新型ＧＩＧＡ発売記念展示会 青森産業会館 いすゞ自動車東北㈱青森支社

11/23 青森市産りんご大市 青森市役所駐車場 青森市あおもり産品・企業支援課

11/28 大人の暇つぶし（男塾）～自分らしく生きるために～ アウガAV多機能ホール 青森市男女共同参画プラザカダール

～12/7 特別展「環状列石と周堤墓」 青森県立郷土館 青森県立郷土館

～12/13 秋の企画展　戦後－青森文学と青森の復興 青森県近代文学館 青森県近代文学館

～12/13 ACAC秋のアーティスト・イン・レジデンス展覧会「航行と軌跡」 国際芸術センター青森 国際芸術センター青森

12/1～12/23 アコールロビー展　親子木版画講座パネル展 働く女性の家アコール 働く女性の家アコール

12/2～27 アコール階段ギャラリー「青森光風会グループ 小品展」 働く女性の家アコール 働く女性の家アコール

12/5～15 生誕80周年 寺山修司展 リンクステーションホール青森 青森市文化スポーツ振興課

12/6 やさしいねぶた学「展示ねぶたを語る③」 ねぶたの家ワ・ラッセ ねぶたの家ワ・ラッセ
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11/6 第63回東北音楽研究大会青森大会 8:40 260 泉川小学校　他 同実行委員会

11/6～7 全日本民医連　第32回循環器懇話会inあおもり 13:00 150 ラ・プラス青い森 青森民医連

11/10 平成27年度交通安全青森県民大会 13:00 - リンクモア平安閣市民ホール 青森県環境生活部県民生活文化課

11/12 第64回青森県社会福祉大会 12:45 - リンクステーションホール青森 青森県社会福祉協議会

11/14 平成27年度第44回青森県看護学会 9:30 - リンクモア平安閣市民ホール 青森県看護協会

11/14～16 第52回護憲大会 12:00 2,000 リンクステーションホール青森 青森県平和推進労働組合会議

11/19 第59回青森県農業委員大会 12:30 - リンクステーションホール青森 青森県農業委員会

11/25～27 平成27年度第23回全国高等学校生徒商業研究発表大会 9:00 2,350 リンクステーションホール青森 青森県高等学校商業教育研究会


